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私の映画観

黒澤 明

私はこういう立派な所で講演などやったことがないので、 うまく話せるかどうかわか りま

せんが、一生懸命話 してみます。いちばん初めに申 し上 げたいのは、僕が 「映画」 というの

をどういうふ うに考えているかということです。昨nの 「京都賞」の授賞式で申 し上げたこ

との繰 り返 しにな りますカミ 僕は映画 というものは、世界中の人が集まって、親 しく付 き合

ったり話 し合った りする大 きな広場のような ものだ と考 えています。映画を見る人は、スク

リーンの中の世界のいろいろな人たちの人生 を一緒に経験する、笑 った り泣いた り苦 しんだ

り怒った り、一緒にその人生を経験するんです。世界の人たちと仲良 く付き合ってい くの も

そ ういうものだ と思います。その付き合いを強固な ものにするためには、映画を作 る人は、

日本 という国はどういう国なのか、日本の人たちは どういうことを考えて、どういう心を持

っているのかを、正直に率直に語 る必要があると思い ます。その結果、世界の人たちと友達

にな り、 しっか りした絆が生まれ ると思 うんです。 この絆が将来、遠い遥かなことになるか

もしれませんカミ 人間の幸福に役立ち、世界の平和のために貢献することがで きると考えて

います。私はそういう気持 ちで映画を作ってお ります。

今の話に関連 しまして、現在私は世界の・「供 たちとたいへん仲良 く付 き合ってます。その

きっかけは、ある時、ある国の4-5人 の子供たちかちサインをしてくれという手紙が来た

んです。 その子たちにはもちろんサインをして送 りました。子供のことですから、それを友

達に話 したんで しょうね。そうすると、 またた くさん来ました。それがだんだん増えまして、

来る度にいちいちサインをして送るの力滴 倒なことになって。今では、自分でサンタクロー

スの絵 を書 いてカー ドを作 り、それを子供たちに送ることに しています。今や、丁何 百とい

う数にな りまして、クリスマスの前はたいへん忙しく、面倒なことになるんです。簡単にカ

ー ドにサ インするといって も、1,500枚 か ら2,00(敢 のカー ドにサインするというのはたいへ

んなことなんですが 僕 にとってたいへん嬉 しいことでもあるのです。そういうことで世界

のこf供たちと交流 しているわけです。

では、次は 「私の映 画の作 り方」について話 しましょうか。映画を作 るためには 「脚本 ・

シナ リオ」 というものが要 ります。僕の作品はどの作品 も、僕が企画を立てて、脚本 を書い

て、演出をして、編集を してと全部 自分がやっているんです。 もちろん、いろいろな人の助

けを借 りているんですけど。僕の脚本の書き方を言います と、実は、原稿用紙 に書けないん

です。 どういうわけか、枡 目の中に字が入らない。ですから、白い紙 に勝手に書 いてい くん

です。例えば、喧嘩 をするシーンだ と 「バカヤロウ」 とその半分に書 く。そういう書 き方を

しています。僕のモッ トーは 「自然に」 ということです。書き方も自然に書いていきます。

こういうこ とが書 きたいと思ったら、ああなるこうなると、あま り決めません。 ファース ト

シーンから書いてい くんですね。それか ら自然に川の流れのように流れのままに書 いていき
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MY　 VIEW　 OF　 MOVIES

Akira　 Kurosawa

　 　 Ihave　 never　 had　 the　 chance　 to　 lecture　 in　 as　 fine　 a　 place　 as　 this.Idon't　 know

how　 welH　 will　 speak,　 but　 [　will　 do　 my　 best.　 What　 I　would　 like　 to　 talk　 about　 first

of　 all　is　about　 how　 I　think　 about　 movies.　 If　I　may　 repeat　 what　 I　said　 yesterday　 at

the　 Kyoto　 Prize　 Presentation　 Ceremony,　 I　believe　 that　 movies　 are　 like　 large.　 open

spaces　 where　 people　 from　 all　 over　 the　 world　 gather　 to　 make　 friends　 and　 talk　 with

each　 other.　 People　 who　 watch　 movies　 experience　 together　 via　 the　 screen　 various

lives　 from　 around　 the　 world.　 They　 laugh,　 weep,　 suffer,　 get　 angry　 and　 experience

life　 together.　 I　think　 that　 making　 friends　 with　 people　 around　 the　 world　 is　like　 this,

To　 strengthen　 our　 relationships,　 people　 who　 make　 movies　 in　 Japan　 need　 to　 talk

honestly　 and　 straightforwardly　 about　 what　 Japan　 is,　what　 Japanese　 people　 think

and　 what　 kind　 of　 heart　 they　 have.　 If　they　 do　 that,　 Japanese　 will　 be　 able　 to　 make

good　 friends　 with　 people　 around　 the　 world　 and　 make　 stronger　 ties　 with　 them,

These　 ties　 may　 be　 in　 the　 far　 future,　 but　 they　 wnl　 be　 usefu[　 to　 people's　 happiness

and　 w川contribute　 to　 world　 peace.　 I　make　 movies　 with　 this　 feeling.

　 　 Related　 to　 this,　 I　am　 now　 making　 friends　 with　 children　 around　 the　 world,　 This

started　 when　 one　 day　 I　received　 letters　 asking　 for　 my　 autograph　 from　 four　 or　 five

children　 from　 another　 country.　 Of　 course,　 I　sent　 them　 my　 autograph.　 Because　 they

were　 children,　 [　suppose　 they　 talked　 about　 this　 with　 their　 friends.　 So　 after　 that,　 I

received　 many　 more　 requests.　 After　 I　answered　 those　 letters,　 the　 requests　 in・

creased,　 and　 it　became　 difficult　 to　 autograph　 every　 time　 I　received　 them.　 Now,　 I

draw　 pictures　 of　 Santa　 Claus,　 make　 cards　 and　 send　 them　 to　 the　 chi|dren,　 even

though　 the　 requests　 are　 weH　 over　 a　 thousand　 every　 year.　 Before　 Christmas　 I

become　 very　 busy　 with　 the　 cards　 and　 have　 trouble　 finishing　 them　 all.　 It　may　 sound

easy　 to　 autograph　 cards,　 but　 signing　 1,500　 to　 2,000　 cards　 really　 is　very　 hard　 work,

Even　 so,　 it　is　a　pleasure　 for　 me,　 and　 I　get　 along　 with　 children　 around　 the　 world　 in

this　 way.

　 　 Next,　 let　 me　 ta|k　 about　 my　 way　 of　 making　 movies.　 To　 make　 movies,　 a

scenario　 is　 necessary.　 Imake　 plans,　 write　 the　 scenario,　 direct　 and　 edit.I　 do

everything　 for　 each　 of　 my　 works,　 although　 I　do,　 of　 course,　 ask　 people's　 help,

Talking　 about　 writing　 scenarios,　 to　 tell　 you　 the　 truth,　 I　find　 it　impossible　 to　 write

on　 norma[　 manuscript　 paper.　 Somehow,　 I　cannot　 put　 letters　 in　 the　 ruled-off

squares　 of　 the　 manuscript　 sheets.　 Usually　 I　just　 use　 blank　 paper・ 　I　can　 write　 on

blank　 paper　 freely.　 For　 example,　 for　 a　 scene　 in　 which　 people　 fight,　 I　 write

"Bakayaro!"　 (You　 idiot!　 )　on　 half　 a　sheet
.　This　 is　how　 I　write　 scenarios.　 My　 motto

is　to　 write　 naturally,　 and　 that　 is　how　 I　write.　 If　 I　want　 to　 write　 a　certain　 scene,

I　don't　 decide　 things　 in　 detail　 beforehand.　 I　begin　 to　 write　 from　 the　 first　 scene.
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ます。 この話が どうなるか、おおかたのめどはついている。そこにたどリ着 くまでには、川

が くね くね と曲がって流れるようにいろいろな経路をとります。今日書いていて明日はこう

いう具合に しようと思 っていても、登場人物が本当に生 きた人間に描かれていたら、その人

間たちがそれぞれの主張をす るわけですね。予定 していたように話が進まないんです。川の

流れのようにくね くね曲がるし。で も、そういうイ偲 議な展開をしたところが、 自然で、見

ているほうにはたいへん面白い。 シナ リオができます と、今度は俳優 を決めなきゃならない

し、セットを設定 しな くちゃならない。いろいろ(撮 影)場 所を探 さな くてはならない し、

衣装を決めなければならない。これらは非常に煩雑な仕事です。カメラは何で も写 しますか

ら、例えば戦国時代のものを撮 るとします と、足軽の、ご婦 人の前ですが、禅まで作 らなけ

ればならない。仕事が山積 します。本当に山ほどいろいろな仕事があります。

脚本ができた ら、その脚本で一生懸命稽占を します。俳優 さんに最初に言うことは 「相手

の話すことをよく聞 くことJ。例えば二人の人間がいるとしますね。俳優 さんは相手の言葉を

聞 いて、初めて自分のせ りふが出て くるわけですか ら、相手の話 していることを聞いて くれ

ない と困るんです。でも、なかなか聞いていないんですね。 自分の しゃべることばか りを覚

えていて、そのきっかけになるとしゃべる。これはたいへん不自然なので、そ ういうところ

から直 して、動きが 自然にい くように一生懸命稽'古します。

それか ら、撮影 になるわけですが、僕の場合は、ご く自然に見えるまで稽古 して、それか

ら撮 ります。僕独特の方法は複数のカメラを使って撮 ることです。 ワンシーンはだいたいワ

ンカッ ト。カメラに自由自在 に動いてもらいます。Aカ メラはここ、Bカ メラはあっちをねら

って くれ と言って、カメラは俳優さんの動きに連れて自由に移動 します。この撮 り方の良い

点は、俳優 さんがカメラを意識 しなくなるということですね。一つのカメラだと、それに向

かって演技 をしようという気持 ちをどうして も俳優 さんは起こ しやすいんです。本当はその

役柄にな りきって、その役 として演技を して くれればいいんです。 カメラはいちばんいい位

置にいて見せ るというのが、カメラなんですから。カメラを意識するとついカメラに向かっ

て演技 をするという悪いところが出ます。でも、複数のカメラで、 多い時には8台 も回すわ

けですから俳優 さんはいちいちカメラを気に していられないか ら、意識 しなくな りますね。

クローズアップ というのはいちばん遠 くから望遠レンズで撮 ります。すると、 どのカメラが

クローズアップ用のカメラか俳優 さんは知 りませんか ら、全身でいろんな演技やアクション

をや ります。 クローズアップでカメラがす ぐそばに来ると顔だけで何かをしようとする。悪

いこ とが起 こる。それを遠 くか ら撮 ってると全身で演技を していますから、ごく自然に撮れ

るんですね。 まあ、こういう点はなかなか専門的にな りやすいので、おわか りにくいか もし

れ ませんが。そういう撮 り方をしています。
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Then,　 I　write　 naturally　 like　 the　 flow　 of　 a　 river　 winding　 along　 and　 turning　 in

various　 places.　 I　may　 decide　 to　 write　 a　certain　 way　 today,　 but　 the　 characters　 are

somehow　 like　 real　 people,　 each　 insisting　 on　 his　 own　 opinion.　 So　 the　 story　 does　 not

progress　 as　 I　plan;　 it　turns,　 as　 I　said,　 like　 the　 flow　 of　 a　river.　 Such　 mysterious　 story

development　 is　natural　 and　 IS　very　 interesting　 to　 audiences.　 This　 is　how　 I　write,

but　 this　 is　not　 all　 to　 making　 a　movie,　 of　 course.　 After　 the　 scenario　 is　completed,

I　have　 to　 choose　 actors　 and　 actresses　 and　 create　 sets.　 I　have　 to　 look　 for　 various

locations　 to　 film　 at,　 and　 I　have　 to　 decide　 costumes.　 All　 of　 this　 is　complicated　 work.

Iam　 speaking　 before　 women　 today,　 butIwould　 like　 to　 say　 that　 cameras　 take

pictures　 of　 everything;　 so　 everything　 must　 be　 prepared　 in　 detail‐even　 the　 loin-

cloths　 for　 the　 infantrymen.　 Work　 piles　 up　 and　 there　 are　 really　 mountains　 of　 jobs

that　 have　 to　 be　 done.

　 　 After　 all　 this　 work,　 we　 practice　 very　 hard　 with　 the　 scenario.　 I　tell　 actors　 and

actresses　 to　 "listen　 to　 each　 others'　 words　 well."　 For　 example,　 if　 there　 are　 two

people　 speaking,　 one　 actor　 listens　 to　 the　 other,　 and　 then　 his　 words　 come　 out

naturally.　 It　 is　troublesome　 if　he　 doesn't　 listen　 to　 the　 other　 person,　 If　 they　 don't

listen　 to　 each　 other,　 they　 tend　 to　 only　 memorize　 what　 they　 are　 to　 say　 and　 speak

when　 their　 cues　 come.　 This　 is　unnatural,　 so　 we　 try　 to　 improve　 on　 this　 by　 repeated

rehearsals　 until　 their　 movements　 become　 natural.

　 　 Then　 we　 begin　 filming.　 In　 my　 case,　 I　make　 actors　 and　 actresses　 rehearse

repeatedly.　 My　 unique　 way　 of　 filming　 IS　 using　 several　 cameras.　 One　 scene　 is

usually　 about　 one　 cut.　 I　make　 the　 cameras　 move　 freely.　 I　ask　 Camera　 A　 to　 aim

at　 one　 spot　 and　 Camera　 B　 to　 aim　 at　 another;　 so　 they　 move　 freely　 with　 the

movement　 of　 the　 actors.　 The　 good　 point　 of　 this　 method　 is　that　 actors　 are　 not

conscious　 of　 the　 cameras.　 If　 there　 IS　 only　 one　 camera,　 the　 actors　 tend　 to　 act

toward　 that　 camera.　 On　 the　 contrary,　 they　 should　 become　 the　 real　 characters　 and

play　 the　 roles.　 If　they　 are　 conscious　 of　 the　 camera,　 they　 develop　 the　 bad　 habit　 of

acting　 toward　 that　 camera.　 To　 solve　 this　 problem,　 I　use　 more　 than　 one　 camera-

at　 most,　 eight-so　 the　 actors　 cannot　 pay　 attention　 to　 the　 cameras.　 I　take　 close-

ups　 from　 the　 farthest　 camera　 using　 a　telephoto　 lens,　 and　 by　 doing　 that,　 the　 actors

do　 not　 know　 which　 is　 the　 close-up　 camera　 and　 begin　 to　 act　 using　 their　 entire

bodies.　 If　the　 close-up　 camera　 comes　 close　 to　 the　 actors,　 they　 tend　 to　 act　 only　 with

their　 faces,　 and　 this　 is　 not　 satisfactory.　 IfItake　 close-ups　 from　 a　 far　 distance,

they　 act　 using　 their　 entire　 bodies,　 which　 looks　 quite　 natura1.　 These　 are　 rather

specialized　 matters,　 so　 they　 might　 be　 difficult　 to　 understand.　 However,　 this　 is　how

I　take　 films.
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次に、仕上げの段階にな ります。ここでは 「編集」 というのが行われます。その複数のカ

メラで撮 ったものを、いいところか らいいところを、必要なところから必要なところをつな

いでい くわけですが、だいたいの人は、全部の撮影が終わってから編集をやるんです。僕は

撮影中に現像 して、スタッフと見るラッシュ試写をや るんです。複数のカメラで撮 ってます

か ら、スタッフもどこをどう使 うかわか らない。だから、僕はラッシュがあが るとす ぐ編集

しています。ロケーションする時 も宿屋に編集室をこ しらえて、あがって きたラッシュをそ

こで編集 して、スタッフ ・俳優 さんに見せ るようにしています。 自分たちがやっていること

はこういう具合になっているんだな というのがスタッフや俳優 さんによくわかるわけですか

ら、たいへんいい方法だ と思ってい ます。その後に、編集 したものにいろいろ音や音楽を入

れていきます。それで、完成するわけです。

次に、見る人についてちょっと話 しましょう。僕は、よく言 うんですが、頭ではな く、心

で映画を撮 っています。だから、皆さん も心で見てほ しい。最近の評論家が書いているの を

見ると、たいへん難 しい言葉で、難 しい理屈 をこね回 している。僕は頭が悪いから、 よくわ

か らないんですね。ご く素直に映画 というものを見てもらいたいんですね。理屈をこね回 さ

ないで、頭でなく、人間としての自分の気持 ちで見てもらいたいと僕は考えています。

日本の観客は感情を表面に出さない。おとな しく、 じっと見ていらっしゃる方が多い。そ

こが、国によってたいへん違 う。外国に行 くと、例 えば、アメリカの人たちは本当に映画を

楽 しむために来ていますか ら、気に入ったところでは、映写中なのに全員立ち上がって拍手

したり、笑 うの も椅子から転げ落ちるような感 じで笑った り、見てる人たちも楽 しくなるん

ですね。だから、僕 も自分の映画が 日本で上映 されるよリ、アメリカなどで上映 されるのを

一緒に見るほうが面白 く見 られ る。

井上ひさしさんの話なんですが、オース トラリアでは、映画を見ていてたいへん気に入っ

たところがあると、お客さんが立ち上がって映写室の窓を手でふさい じゃうんですって。 も

う一回見せうと。そういうことが何回 も起 こる。本当に嬉 しいなと思いますね。本当に映画

に溶け込んで、心で見て もらえばそういうことになるん じゃないかと思います。 どうも日本

のお客さんはみんなおとな しい。ち ょっと話はそれ ますが、映写室でラッシュをスタッフに

見せます と、皆黙ってるんですね。その時のスタッフたちの気持ちは、自分の責任のあると

ころをじい一つと見ていて、笑った り泣いた りはで きないんですね。だから、シーンとして

見ています。僕 としては、自分で演出 した効果 を見るのに、スタッフに見せ てもこれ じゃわ

からない。む しろ、関係のない人をその中に混ぜ ておきますと、悲 しいところでは泣いて く

れます し、おか しいところでは笑って くれ ますから、これで目安がつ くわけです。 日本のお

客さん も、もっと映画 をリラックス して、外国の人たちのように見て くれたほうがいいん じ
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　 　 After　 this,　 the　 final　 step　 is　 performed-editing.　 I　splice　 together　 good　 parts

and　 necessary　 parts　 from　 the　 films　 of　 the　 several　 cameras.　 Most　 directors　 perform

this　 job　 after　 all　 filming　 is　 finished.　 In　 my　 case,　 however,　 I　develop　 film　 while

filming　 IS　in　 progress　 and　 watch　 them　 with　 my　 staff　 in　what　 I　call　 a　rush　 preview.

Since　 we　 use　 several　 cameras,　 the　 staff　 does　 not　 know　 which　 parts　 to　 choose　 for

a　 certain　 scene;　 so　 I　edit　 them　 soon　 after　 the　 rush　 preview　 is　 finished.　 When　 we

go　 on　 location,Imake　 an　 editing　 room　 in　 an　 inn.Iedit　 there　 and　 show　 it　to　 the

staff　 and　 the　 actors　 and　 actresses.　 I　think　 this　 is　a　good　 way　 because　 the　 staff　 and

the　 actors　 and　 actresses　 can　 then　 understand　 well　 what　 they　 are　 doing.　 Later,　 I　put

all　 sorts　 of　 sounds　 and　 music　 on　 the　 edited　 version.　 Then　 it　is　 completed.

　 　 Next,　 1'd　 like　 to　 talk　 a　 little　 about　 audiences.　 I　often　 say　 that　 I　film　 movies

from　 my　 heart,　 not　 from　 here.　 (Points　 to　 head.)　 So　 I　hope　 you　 watch　 with　 your

heart.　 When　 I　read　 what　 critics　 write　 recently,　 I　notice　 that　 they　 give　 complicated,

10gical　 arguments　 in　 difficult　 words.　 Since　 I　am　 not　 a　 very　 intelligent　 person,　 I

don't　 understand　 these　 critics.　 I　hope　 everyone　 will　 just　 watch　 movies　 rather　 with

an　 open　 mind,　 not　 logically.　 They　 should　 watch　 with　 their　 feelings,　 not　 with　 their

minds.

　 　 Japanese　 audiences　 do　 not　 show　 their　 feelings　 outwardly.　 Many　 Japanese　 sit

very　 still　 and　 watch　 quiet[y.　 Audiences　 have　 different　 attitudes　 in　other　 countries.

When[go　 to　 the　 United　 States,　 for　 instance,Inotice　 that　 people　 go　 to　 theaters

to　 enjoy　 themselves.　 They　 an　 stand　 up　 and　 applaud　 when　 their　 favorite　 parts　 are

shown,　 and　 they　 laugh　 as　 if　 they　 wnl　 fall　 down　 from　 their　 seats.　 They　 enjoy

themselves　 a　 lot.　 So　 I　can　 watch　 my　 movies　 in　 the　 U.S.　 or　 other　 countries　 much

more　 enjoyably　 than　 I　can　 in　 Japan.

　 　 [　heard　 from　 Mr.　 Hisashi　 Inoue　 that　 in　 Australia　 audiences　 stand　 up　 to　 cover

the　 window　 of　 the　 projection　 room　 if　they　 really　 enjoy　 a　scene　 from　 the　 movie.

This　 means　 that　 they　 want　 to　 watch　 that　 part　 again.　 According　 to　 him,　 this　 kind

of　 thing　 happens　 very　 often,　 and　 to　 me　 this　 seems　 pleasant.　 If　the　 audience　 b|ends

with　 the　 movie　 and　 watches　 with　 their　 hearts,　 this　 cou[d　 happen,　 I　 suppose.

Japanese　 audiences　 are　 all　 quiet.　 I　am　 wandering　 from　 the　 subject　 now,　 but　 when

Ishow　 the　 rush　 preview　 to　 the　 staff　 in　 a　 projection　 room,　 everyone　 is　 quiet.　 At

that　 time,　 they　 watch　 the　 parts　 they　 are　 responsible　 for　 very　 carefully　 and　 can't

laugh　 or　 cry.　 So　 they　 watch　 very　 quietly,　 andIdo　 not　 see　 the　 effects　 of　 my

production.　 If　I　put　 unrelated　 people　 among　 them,　 they　 cry　 when　 they　 watch　 a　sad

scene　 and　 laugh　 at　 funny　 scenes;　 soIcan　 know　 how　 the　 movie　 affected　 them.I

hope　 that　 Japanese　 will　 watch　 movies　 in　 a　more　 relaxed　 way　 like　 people　 overseas
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やないか と思い ます。

私が今 日あるのは、私 たちの先輩のおかげです。その先輩たちの話をしたいと思います。

例えば、溝u健 二さん、小津安二郎 さん、成瀬 巳喜男 さん、山中貞雄 さん。その他た くさん

の先輩がいて、その人たちに育てられて今 日の僕があるんですね。 この人たちはn本 映画を

ll堺的な水準に高めた人たちです。ただ、H本 映画界にとってたいへん残念なことに、才能

ある天才的な映画監督が、まだこれから本当に仕事ができるという時期 に、皆若 くして亡 く

なって しまったんですね。 それが、今日の 日本映画の不振に もつなが っていると思います。

こうした人たちの功績が賛えられ ることがない。世界では、そ ういう人たちは尊敬 されてい

ます。例 えば 「溝Uフ ェステ ィバル」です とか、「小津フェスティバル」といった具合に世界

各国では上映 されています けれ ど、 日本ではあまリ例がないんですね。僕 に言わせれば、そ

ういう人たちこそ今度の 「京都賞」みたいな賞をもらうべ きだ と思 うわけです。賞 をもらっ

たときに、す ぐ思い出すのは先輩たちのことです。その先輩たちの映画 を見ると、ああ、溝

口さんに会いたいなあ、小津 さんに会いたいなあ、成瀬さんに会いたいなあ と悲 しい気持ち

になります。その人たちの功績 を忘れてはいけないと思います。僕はアメ リカの監 督協会に

諄ってるんですが、新 しい映画 をいろいろな映画祭で 上映 して、それに賞 を与一えられた りし

ていますが、そうじゃな く、昔の人の作品を上映 して、「クラシック映画祭」 といった形で、

亡 くなられた人たちに対 しても賞 を贈るようなことをやろうと。

次に 「私の先生」についてお話 しします。私は絵の勉強をしてたんですね。油絵を一生懸

命やってたんですが何 も食えない。25歳 も過 ぎた し、どこかに就職 しな きゃいけないと思 っ

て、履歴書なんか～1}いてたんです。 ある日新聞を兄たら、　PCL、 フォト・ケ ミカル ・ラボラ

トリー、 まあ発声映画の研究所なんですけど、そこで映 画を撮 りだ して助監督募集の広告が

出てたんですね。それにはこういうことが書いてあqま した。「日本映画の根本的欠陥を例示

し、解決法を示せ」 というんです よ。 それを読んで、根本的欠陥があるな ら矯正の仕様がな

い。か らかい半分に 「根本的欠陥があるなら、矯正法なし」と書いて送 ったんですよ。そし

たら変な奴がいると言 うので、出てこいということになって試験を受けることになったんで

す。その時の審査委員長を してたのが山本嘉次郎という、私の先生になった人です。U頭 試

問の時、話が合いまして、延々話 し込ん じゃいまして。結局山本さんの推薦で合格 して映画

界に入ることになったんです。

でも、撮影所に行ったら、俳優さんが ドーランやらを塗った りして気味 が悪いんですよね。

どうも撮影所に入る気が しな くて 「せっか く通ったけど、どうしようか と思 ってる」 と親父

に言ったら、親父が 「まあ何で も経験だから、一週間で も一か月で もやってみた らどうか」

と言うので、僕はそこに入ったわけです。
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do.

　 　 Iowe　 my　 success　 to　 my　 seniors,　 whoIwould　 like　 to　 talk　 about　 now-for

example,　 Mr.　 Kenji　 Mizoguchi,　 Mr.　 Yasujiro　 Ozu,　 Mr.　 Mikio　 Naruse　 and　 Mr.

Sadao　 Yamanaka.　 There　 were　 others　 as　 well　 who　 helped　 train　 me,　 making　 it

possible　 for　 me　 to　 be　 here　 today.　 These　 people　 raised　 Japarlese　 movies　 to　 an

international　 level.　 Unfortunately　 for　 the　 Japanese　 movie　 society,　 these　 talented

movie　 directors　 all　 died　 early　 in　 life,　 at　 times　 when　 they　 could　 have　 been　 doing

their　 best　 work.　 [　suppose　 that　 this　 has　 a　relationship　 to　 the　 dullness　 of　 Japanese

movies　 today.　 These　 directors'　 distinguished　 works　 were　 never　 admired　 in　 Japan,

and　 yet　 they　 were　 respected　 around　 the　 world.　 Their　 movies　 are　 shown　 in,　 for

example,　 Mizoguch　 Festivals　 or　 Ozu　 Festivals　 in　 other　 countries,　 but　 there　 are

few　 examples　 of　 th　 s　happening　 in　 Japan.　 My　 own　 opinion　 is　that　 I　would　 like　 to

see　 them　 receive　 pr　 zes　 similar　 to　 the　 Kyoto　 Prizes.　 Whenever　 I　am　 given　 a　prize,

I　remember　 these　 people　 clearly.　 And　 when　 I　watch　 their　 movies,　 I　 feel　 sad,

thinking　 that　 I　want　 to　 see　 Mr.　 Mizoguchi　 or　 Mr.　 Ozu　 or　 Mr.　 Naruse.　 We　 should

not　 forget　 their　 splendid　 work,　 and　 I　have　 been　 telling　 the　 association　 of　 directors

in　 the　 U.S.　 that　 instead　 of　 giving　 prizes　 to　 and　 holding　 movie　 festivals　 for　 new

movies,　 we　 should　 be　 holding　 classic　 movie　 festivals　 and　 giving　 prizes　 to　 directors

who　 have　 already　 died.

　 　 NowIwould　 like　 to　 change　 the　 subject　 and　 talk　 about　 my　 teacher.Iwas

studying　 drawing.　 I　studied　 oil　 painting　 very　 hard,　 but　 I　was　 unable　 to　 earn　 a

living.　 [　had　 already　 reached　 25　 years　 of　 age　 and　 decided　 I　should　 find　 a　job;　 so　 I

wrote　 my　 resume.　 One　 day,　 when　 reading　 a　 newspaper,　 I　found　 a　 classified　 ad

written　 by　 a　PCL　 (Photochemical　 Laboratory).　 They　 had　 begun　 to　 film　 movies　 and

were　 looking　 for　 an　 assistant　 director.　 In　 the　 ad　 a　question　 was　 written.　 "Give　 an

example　 of　 a　fundamental　 defect　 in　 Japanese　 movies　 and　 explain　 the　 solution."　 I

thought　 that　 if　there　 was　 a　fundamental　 defect,　 it　could　 not　 be　 corrected　 ;　so　 partly

for　 fun,Iwrote,　 "If　 there　 isafundamental　 defect,　 there　 IS　no　 way　 to　 correct　 It."

AndIsent　 it　off.　 They　 apparently　 thoughtIwas　 strange　 and　 asked　 me　 to　 come

over　 to　 take　 a　 test.　 The　 person　 who　 chaired　 the　 examination　 at　 the　 time　 was　 Mr.

Kajiro　 Yamamoto,　 who　 became　 my　 teacher.　 In　 the　 interview,　 we　 found　 that　 we

had　 many　 points　 of　 common　 interest　 and　 talked　 for　 a　long　 time.　 Finally,　 because

of　 his　 recommendation,　 I　passed　 the　 examination　 and　 entered　 movie　 society.

　 　 When　 I　visited　 the　 studio,　 I　felt　 very　 strange　 seeing　 the　 actors　 wearing　 grease

makeup,　 andIdidn't　 feel　 like　 going　 in.　Later,Itold　 my　 father,　 "I　 wonder　 ifIcan

continue　 doing　 this　 work."　 He　 said,　 "Anything　 is　good　 experience,　 so　 how　 about
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最初に付いた作品はつ まらない作品で、僕は 「もう嫌だ、辞める」 と言ったら同僚の助監

督たちに 「映画監督はこんな監督ばかりじゃない、 もっと立派な監督 もいるから我慢 しろ」

と言われたんです。その次か らは、僕を入れて くれた山本監督の助監督にな りました。それ

か らは、山本さんだけに付いてや っていました。助監督にはチーフ、セカンド、サー ド、4

番目くらいまであるんですが、案外早 くチーフになりました。山本 さんに付いてると山さん

(山本 さん)は 何で も僕 にや らせ る。予定を出 してセッ トに帰って くるとスタッフがみんな

遊んでいる。「だめ じゃないか」 と言 うと 「山さん帰 っちゃったよ。黒さん(黒 澤さん)に 代

わ りに撮って くれ と言って帰った」 と言 うんですね。そういう具合になんで も任 されるよう

になって、B班 は もちろん僕がや りましたし、何かというと僕にやらせる。ダビングはや らせ

るし、代わ りに撮 らせ るし、何 もか も僕にや らせるんです。僕 も忙 しくてたいへんなんです。

少 しむごいん じゃないか、あんまりじゃないかと思ってた。そ うしたら、あるB、 山本先生

の奥さんから 「山本は喜んで ましたよ。黒 さんは脚本 も書けるようになったし、編集 もでき

るし、代わ りに撮影 させて もちゃん とやる し、 もう大丈夫だと言ってました よ」 と言われた

のです。その時、はっと気がつ きまして、たいへん有 り難いことだ と思 って。今で もそのこ

とは忘れ られません。そういう具合 にして僕は育てられたわけです。

ドス トエフスキー原作の 『白痴』 という映画を撮ったんです。たいへん難 しい内容なんで

すよ。これが 『羅生門』 を撮 った後 なんですけど、批評家全部に袋だたきにあいました。各

社 と映画を撮 る話が全部断 られたんです。最後に多摩川'火映 に行ったら契約破棄だ とい う。

2,3年 冷や飯食 うしかないなあと。その頃多摩川のそばに住んでたんですが、釣 りで もしよ

うと釣 り竿持 って多摩川に行ったんです。竿 を振 ったら何かに引っ掛かって糸が切れた。仕

掛けはそれしか持ってない。ついてない時はついてないなあと憂欝な気持 ちで、家 に帰 って

玄関開けたら、女房が 「おめで とうございます」と。むっとしましたね、その時は。そ うし

たら「グランプ リです」と言 うんです。「なんだい、グランプ リって」。その時は日本人は誰 も

知 らないんですよ、グランプ リなんて。なぜかと言いますと 『羅生門』は 日本で出 したん じ

ゃないんですよ。イタ リア映画社にス トラミジョリーさんという女の人がい まして、その人

が、これはいいと出 して くれてたんですよ。それで 日本では知らなかったわけ。グランプ リ

というの も知 らないし。それか ら、大騒 ぎにな りましてね。新聞記者は押 しかけて来 るし、

いろいろな会社から 「映 画を撮 って くれ、撮 って くれJと いうことにな り、それから、僕 は

冷や飯を食わされることもな く、順調 に仕事ができるようになったので、『羅生門』というの

は僕にとって、とて も思い出の深い作品であり、イタリア人は恩人みたいな存在です。 イタ

リアの人 も僕をすごく愛 して くれていて、イタ リアに行 くと大歓迎 して くれます。例 えば、

ソレン トでの僕の映画祭をや った時に篭僧柱 全部に僕の写真がぶら下がっていて、町 を歩い
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trying　 it　for　 a　 week　 or　 a　 month　 or　 as　 long　 as　 you　 like?"　 So　 I　went　 in.

　 　 The　 first　 film　 was　 bor

my　 co-workers,　 other　 ass

directors　 are　 not　 all　 like　 h

Next,　 I　became　 assistant　 d

ng,　 andIhated　 tt.Isaid　 thatIwas　 going　 to　 quit,　 but

stant　 directors,　 gave　 me　 some　 good　 advice.　 "Movie

m.　 There　 are　 finer　 directors,　 so　 you　 should　 endure."

rector　 to　 Mr.　 Yamamoto,　 the　 man　 who　 hired　 me　 into

this　 society.　 After　 that,　 I　only　 assisted　 him.　 Among　 the　 assistant　 directors,　 there

were　 four　 ranks:　 chief,　 second,　 third　 and　 fourth.　 I　became　 chief　 much　 more　 quickly

than　 I　expected,　 and　 Mr.　 Yamamoto　 made　 me　 do　 everything.　 Once,　 after　 I　went

to　 deliver　 the　 schedule,　 I　came　 back　 to　 the　 set　 and　 found　 the　 staff　 foo|ing　 around.

I　told　 them　 they　 shouldn't　 do　 that.　 "Mr.　 Yamamoto　 went　 home,"　 they　 said.　 "He

told　 us　 to　 ask　 you　 to　 film　 instead　 of　 him,　 and　 then　 he　 left."　 In　 that　 way,[was

entrusted　 with　 the　 whole　 thing.　 He　 made　 me　 do　 quite　 a　lot　 of　 important　 work,　 and

I,　of　 course,　 took　 care　 of　 the　 B　 Group　 film　 team.　 He　 made　 me　 do　 dubbing,　 film　 in

his　 place　 and　 do　 everything　 that　 he　 did.Iwas　 so　 busy　 and　 hada　 lot　 of　 trouble.I

began　 to　 think　 that　 it　might　 be　 too　 much　 for　 me,　 but　 his　 wife　 came　 to　 me　 one　 day

and　 said,　 "Yamamoto　 IS　very　 glad.　 He　 said,　 Kurosawa　 IS　able　 to　 write　 scenarios,

he　 can　 edit,　 and　 if　I　make　 him　 film　 instead　 of　 me,　 he　 does　 perfect　 work.　 He　 has

really　 come　 along."　 At　 that　 time,　 [　suddenly　 realized　 the　 truth　 of　 the　 matter　 and

appreciated　 Mr.　 Yamamoto　 greatly.　 I　still　 remember　 it　now　 very　 clearly　 and　 how

Iwas　 brought　 up　 in　 those　 days.

　 　 [　filmed　 a　movie　 called,　 "Hakuchi"　 (The　 Idiot),　 which　 was　 originaHy　 a　story

by　 Dostoevsky.　 I　filmed　 it　after　 "Rashomon",　 and　 it　was　 a　very　 complicated　 story.

[　was　 soundly　 beaten　 by　 a|1　critics,　 and　 all　my　 appointments　 for　 making　 films　 were

rejected　 by　 various　 companies.　 Finally,　 I　went　 to　 Tamagawa　 Daiei　 and　 was　 told

that　 they　 had　 cancelled　 the　 contract　 between　 US.　 My　 reaction　 was　 to　 think　 that　 I

wou[d　 be　 ignored　 for　 a　few　 years　 and　 nothing　 else.　 At　 the　 time,　 I　was　 living　 beside

the　 Tama　 River,　 and　 I　remember　 carrying　 my　 fishing　 rod　 and　 going　 to　 the　 river

to　 fish.　 When　 I　swung　 the　 rod　 like　 this,　 it　caught　 on　 something　 and　 the　 line　 broke.

I　didn't　 have　 any　 extra　 line　 with　 me,　 and　 I　felt　 that　 when　 I　had　 bad　 luck,　 I　couldn't

have　 good　 luck　 with　 anything　 at　 all.　 I　was　 depressed　 and　 went　 back　 home.　 When

I　got　 to　 the　 door,　 my　 wife　 greeted　 me.　 "Congratulations!"　 I　was　 offended　 by　 this.

But　 she　 went　 on:　 "The　 Grand　 Prix!"　 At　 that　 time,　 Japanese　 did　 not　 know　 about

the　 Grand　 Yrix.　 I　had　 not　 introduced　 "Rashomon"　 in　 Japan;　 a　woman　 named　 Ms.

Stramigiori,　 who　 was　 working　 for　 an　 Italian　 movie　 company,　 thought　 that　 the

movie　 was　 good　 and　 introduced　 it　in　 Italy.　 As　 I　said,　 no　 one　 knew　 my　 movie　 nor

the　 Grand　 Prix　 in　 Japan;　 but　 suddenly　 there　 was　 a　 great　 uproar.　 Newspaper
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てい くと店の主人が皆出てきて 「ニ ッポン ・バ ンザイ」 とか 「マエス トロなん とか」 と言っ

て歓迎 して くれました。そうい う点で、イタリアと 「ベニス映画祭」のおかげで今 日の僕が

あるような感 じが しています。

それか ら、n本 の映画監督だけでな く、僕が育つためにはいろいろな外国の監督のおかげ

もあ ります。まず、僕が非常に尊敬 していたジ ョン ・フォー ドさん。『蜘蛛巣城』 を撮 った

後、イギリスの王室で表彰 され ることになりまして、国立劇場 に行ったんです。式が始 まる

まで時間があるし、始 まるまで客席 にいてくれと言うんですね。それで、通路側の席 に座っ

ていた ら、誰か立って 「ごめんなさい」 と言うんですね。見たらジ ョン ・フォー ドなんです。

尊敬 していた し、その時は嬉 しいや ら、直立不動 したい気持 ちだったんですね。そこで、 ジ

ョン・フォー ドさんに紹介されて、そうしたら、「私はH本 に行って、お前の撮影 を見た」 と

言うんですよ。そういえば 『虎の尾 を踏む男愚 というのを撮っていた時にアメリカの将校

たちが来たことがあ り、その中にいたそうなんです。「お前に 『よろ しく』と伝 言を残 して帰

ったんだが、それを聞いたか」 と言 うんですが、私は聞いてなかったんですね。 ジョン・フ

ォー ドさんとはそうい う関係で随分かわいがってもらいました。撮影を見に行 ったら、大 き

な声で 「アキラ」 と呼んで、 自分が座 るカメラのそばの椅子に僕を座 らせて、あれこれ説明

してくれる。その時、彼はもう日が悪 くてお酒を禁 じられていたんですけど、僕の顔を兄た

ら「酒が飲みたい」とか大 きな声で怒鳴っていました。その時撲 が面白かったのは、ジョン・

フォー ドさんがある俳優 さんを一生懸命直 しているんですね。なかなか うまくいかなかった

けど、まあ、 しまいにはOKが 出て、その俳優 さんに 「ワンダフル」とか 「ペ リーグッ ド」な

んて言いなが ら、僕のほうを向いて、片Uを つぶ ってみせた りするんです。 とても面白い人

なんです。その時 にオープ ンセ ットを見たんです。オープ ンセ ットでは塀の角を作っておけ

ば、その角をなめて撮 ると、この町はいろいろな町に撮れるとか、いろいろなことを教えて

もらいました。 ジョン ・フォー ドさんは馬の使い方が とて もうまいので、それについて教え

て くださいと言った ら、少 しコマ落としで撮れと。それ というのはフィルムの回転、コマを

落 として撮るとアクシ ョンがすご く早 くなるんですね。馬が早 く走っているように見える。

そ して馬が走 っている足元か らホコリを出せ。スピー ド感が出るか ら。常識的なことですが、

それを秘密めか して言 うところがフォー ドさんらしいんですけ ど。

パ リに行った時に、 ジャン ・ルノワール さんが来てるというので、慌てて飛んで行ったん

です。ルノワール さんから 「お口にかかれて光栄です」 と言われた時は、どうしていいかわ

からなかった。たいへん尊敬 している巨匠がそう言って くれたので。その晩、パ リの小さな

料理屋なんですが、年寄 りのおばさんが一人でやってるような店なんですが、そこのフラン

ス料理は最高におい しかったです。ジョン ・フォー ドさん も、 ジャン ・ルノワールさん も別

146

Commemorative　 Lectures

reporters　 thronged　 to　 me,　 and　 various　 companies　 asked　 me　 to　 make　 movies.　 After

this,　 I　was　 never　 ignored　 and　 worked　 very　 easily　 from　 then　 on.　 Because　 of　 this,

"Rashomon"　 is　a　very　 memorable　 work　 for　 me
,　and　 Italy　 an　 existence,　 a　kind　 of

benefactor　 for　 me.　 People　 in　 Italy　 [ove　 mea　 lot,　 and　 whenIvisit,　 they　 always

welcome　 me.　 For　 example,　 when　 my　 movie　 festival　 was　 held　 in　 Sorento,　 pictures

of　 me　 were　 hung　 on　 telephone　 poles,　 and　 when　 I　walked　 through　 town,　 all　the　 shop

owners　 came　 out　 and　 said,　 "Nippon　 Banzai!"　 or　 ``Maestro　 something."　 I　owe　 a　lot

to　 Italy　 and　 the　 Venice　 International　 Film　 Festival　 for　 my　 success.

　 　 I　also　 owe　 much　 to　 not　 on】y　 Japanese　 movie　 directors　 but　 also　 to　 directors　 in

other　 countries　 for　 my　 growth.　 To　 begin　 with,　 Mr.　 John　 Ford,　 who　 [　greatly

respected.　 After　 [　filmed　 "Kumonosulo"　 (Throne　 of　 Blood),　 I　went　 to　 the　 national

theater　 to　 be　 h(mored　 by　 British　 royalty.　 There　 was　 some　 time　 before　 the　 cere・

mony,　 so　 I　was　 asked　 to　 be　 seated　 until　 it　began.　 I　was　 sitting　 in　 a　seat　 by　 the　 aisle,

and　 someone　 stood　 up　 and　 said　 to　 me,　 "Excuse　 me."　 I　looked　 and　 saw　 that　 he　 was

Mr.　 John　 Ford,　 who　 I　great[y　 admired.　 I　wanted　 to　 stand　 up　 straight　 at　 attention.

When　 I　was　 introduced,　 he　 said,　 "I　 watched　 your　 filming　 when　 I　went　 to　 Japan,"

Then　 I　remembered　 that　 some　 American　 commissioned　 officers　 had　 come　 when　 I

was　 taking　 the　 movie,　 "Tora　 no　 Oo　 Fumu　 Otokotachi"　 (The　 Men　 Who　 Tread　 on

the　 Tiger's　 TaiD,　 and　 he　 was　 among　 them.　 He　 said　 he　 had　 left　 a　message　 for　 me,

giving　 me　 his　 regards,　 and　 he　 asked　 ifIhad　 gotten　 it.Ihadn't.Ihad　 sucha

relationship　 with　 Mr,　 John　 Ford,　 and　 he　 |ooked　 after　 me　 a　great　 deal.　 If　I　visited

him　 when　 he　 took　 a　 film,　 he　 called　 me　 "Akira"　 in　 a　 loud　 voice,　 let　 me　 sit　 in　 his

chair　 near　 the　 cameras,　 and　 explained　 many　 things.　 His　 eyes　 were　 already　 bad,

and　 he　 was　 forbidden　 to　 drink　 alcoho[,　 but　 he　 screamed,　 "I　 want　 a　drink!"　 in　a　loud

voice　 when　 we　 met.　 An　 interesting　 thing　 at　 that　 time　 was　 that　 he　 was　 working

very　 hard　 to　 correct　 an　 actor.　 It　seemed　 difficult,　 but　 finally　 the　 actor　 was　 able　 to

do　 as　 he　 was　 asked,　 and　 Mr.　 Ford　 said,　 "WonderfuH　 Very　 good!"　 to　 the　 actor.　 As

he　 did　 so,　 he　 turned　 around　 and　 winked　 at　 me.　 He　 was　 a　very　 interesting　 person.

I　saw　 an　 open　 set　 at　 that　 time.　 He　 taught　 me　 how　 if　a　corner　 of　 a　wall　 was　 made

in　 the　 open　 set　 and　 filming　 was　 done　 very　 close　 to　 it,　the　 city　 inside　 would　 be　 seen

in　 various　 ways.　 Since　 he　 was　 very　 good　 at　 using　 horses,　 I　asked　 him　 to　 teach　 me

about　 it,　and　 he　 explained　 that　 I　should　 film　 at　 a　slightly　 slower　 speed.　 Taking　 film

at　 a　slower　 speed　 Ineans　 that　 the　 action　 becomes　 faster　 when　 it　is　shown　 again　 at

normal　 speed;　 so　 the　 horses　 run　 fast.　 Also,　 to　 emphasize　 the　 speed,　 he　 said,　 dust

should　 rise　 from　 their　 feet.　 Both　 of　 these　 methods　 are　 effective　 in　 showing　 speed,

he　 said.　 These　 are　 both　 common　 techniques,　 but　 what　 is　really　 John　 Ford　 about
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れる時 に、外で僕の車が見えな くなるまで じっと立って見送って くれたんです。なんて素晴

らしい人なんだろう。心が温かで、人物が大きくて、包擁 力があって。ぜひ、僕 もこういう

ふ うに年 をとりたいなあとその時に思いました。それか ら、フェリーニ さん、アン トニオ一

二 さん、ウィリアム ・ワイラーさんに会 って感 じるのは、そういう偉大な監督の人物の大 き

さですね。たいへん心が温か くて、包擁力があって。そ ういう具合になろうと僕 も一生懸命

努力 しているわけです。 まあ、外国の監督さん との交流 について話す と切 りがありませんが、

仲良 くしてるのが、例えば、コッポラ、ルーカス、ス ピルバーグ、ルメット、スコセッシ。

それからジ ョン ・ヒュース トンさん。ある時アメ リカのファンか ら手紙 をもらいました。テ

レビを見てたら、遅れて登場 したヒュース トンさんが、僕の 『影武者』がたいへん素晴らし

い映画だ と、その話でその番組が持ちきりになった らしいんです。黒澤 さん、 ヒュース トン

さんにお礼の手紙を書いたらどうですかという内容の手紙だったんです。で も、なかなかお

目にかかる機会がなくて、アカデ ミー賞に行った時に会いました。劇場で リハーサルがある

んです よね。僕が入っていったら、大きな声で 「クロサワ」 って呼ぶからそっちを見たら、

舞台の上に車椅子に座って酸素吸入 している人がいたんです。 それがヒュース トン監督だっ

たんです。実に親切に して もらいまして、その時はたいへん体が弱ってましたが、ヒュース

トンさんの手か ら 「アメ リカ監督賞」をもらって。その時が初対面だったんですが、昔か ら

の友達みたいにしてもらって。そのヒュース トンさんがそういう身体で 『ザ ・デッ ド』 とい

う映画を作 られた。これが傑作なんですね。「あの体でこれだけの ものを作れるんだ」。それは

僕が体が弱ってる時にまず考えることですね。 もっと頑張 らなくちゃと思 う時には、ヒュー

ス トンさんのことをよく考えます。それから、タル コフスキー。 ロシアの監督ですけど、こ

の人も若 くして亡 くなった。この人はなにか弟みたいな気が して、すごく仲良 くしてま した。

早 く亡 くなってたいへん残念です。ソ連で 『デルス ・ウザーラ』を撮 っている時に 「ドムキ

ノ」 という、映画人の家 という所で、二人でご飯 を食べたんです。 タルコフスキーという人

はあまりお酒を飲めない人なのだけれども、飲んで酔 っぱ らって、そうしたら 『7人の侍』

の侍のテーマを大 きな声で歌い出 したんですね。二人で歌 った覚えがあります。そのテープ

が どこかにあるはずなのですが、見つか らないで、今探 している最中です。僕が今、世界で

尊敬 して友達になっているのが、ギリシャの監督のアンゲロプ ロス、ロシアの監督でニキー

タ ・ミハルコフ。亡 くなったけれど、僕がたいへん尊敬 していた人がイン ドのサタジット・

レイさん。インド映画祭に行 きまして、その時に審査委員長をしていて、サタジッ ト・レイ

さんを見て僕の女房が 「こんな立派な人見たことがない」 と言ったんですね。本当に立派な

んですよ。眼光焔々としていて、僕よ り大 きくて見上げるほどで した。本当に亡 くなって残

念な人です。スコセッシ監督から 「サタジッ ト・レイ監督の体の具合がかなり悪いらしい。
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them　 IS　that　 when　 he　 talked　 about　 them,　 he　 spoke　 as　 if　they　 were　 secrets.

　 When　 [　went　 to　 Paris,　 I　heard　 that　 Mr.　 Jean　 Renoir　 visited　 me,　 so　 I　went　 to

see　 him　 quickly.　 When　 we　 met,　 he　 said,　 "It　 is　an　 honor　 to　 meet　 you."　 I　didn't　 know

what　 to　 say　 as　 a　great　 master　 who　 I　respected　 greatly　 had　 told　 me　 so.　 That　 night

in　 Paris,　 we　 went　 to　 a　little　 restaurant　 r皿only　 by　 an　 old　 woman.　 The　 French　 food

there　 was　 excellent.　 When　 I　left,　 both,Mr.　 Ford　 and　 Mr.　 Renoir　 stood　 and　 saw　 me

off　 until　 my　 car　 went加t　 of　 sight.　 What　 nice　 people　 they　 were,　 I　thought.　 They

were　 warm-hearted,　 generous　 and　 had　 the　 power　 to　 embrace　 other　 people.　 When

I　got　 old,　 I　thought,　 I　wanted　 to　 become　 old　 like　 them.　 When　 I　met　 Mr.　 Fellini,　 Mr.

Antonioni,　 Mr.　 WiUiam　 Wyler,　 what　 I　felt　 was　 these　 great　 directors'　 big　 charac-

ters.　 They　 too　 were　 warm-hearted　 and　 able　 to　 embrace　 others.　 If　I　talk　 about　 my

friendship　 with　 foreign　 directors,　 I　could　 talk　 forever.　 I　am　 good　 friends　 with　 Mr.

Coppola,　 Mr.　 Lucas,　 Mr.　 Spielberg,　 Mr.　 Lumet,　 Mr.　 Scorsese　 and　 Mr.　 John

Huston.　 One　 day,　 I　received　 a　 letter　 from　 a　 fan　 in　 the　 U.S.　 who　 said　 that　 when　 he

watched　 TV,　 Mr.　 Huston　 praised　 my　 movie　 "Kagemusha"　 and　 that　 the　 program

was　 full　 of　 talk　 about　 the　 movie.　 He　 wrote　 that　 I　should　 write　 a　letter　 of　 thanks

to　 Mr.　 Huston.　 I　didn't　 have　 a　chance　 to　 meet　 Mr.　 Huston,　 however,　 untn　 finally

whenIattended　 the　 Academy　 Awards.　 We　 hadarehearsal　 in　 the　 theater,　 and

whenIwent　 in,Iheard　 a　 loud　 voice　 calling,　 "Kurosawa!"Iturned　 around　 to　 see

a　 person　 inhaling　 oxygen　 and　 SICC171g　 in　a　wheelchair　 on　 the　 stage.　 It　was　 Director

Huston.　 Even　 though　 he　 was　 so　 weak　 at　 the　 time,　 he　 was　 the　 one　 who　 handed　 me

the　 American　 Directors　 Award.　 I　had　 met　 him　 for　 the　 first　 time　 then,　 but　 he

treated　 me　 as　 if　we　 had　 been　 friends　 for　 a　long　 time.　 Even　 though　 he　 was　 so　 sick,

he　 created　 a　movie　 called,　 "The　 Dead,"　 which　 was　 one　 of　 his　 greatest　 works.　 This

is　what　 I　think　 of　 when　 my　 body　 feels　 weakl　 I　remember　 Mr,　 Huston　 and　 think

that　 I　should　 work　 harder.　 Another　 director,　 Russian　 director　 Mr.　 Tarkovskii,

also　 died　 at　 a　young　 age,　 I　felt　 as　 if　he　 were　 a　younger　 brother　 as　 we　 had　 made

good　 friends　 with　 each　 other.　 It　really　 is　regrettable　 that　 he　 died　 so　 young.　 When

[　was　 filming　 "Dersu　 Uzara"　 (Derusu　 Uzala)　 in　 the　 Soviet　 Union,　 we　 ate　 a　meal

together　 at　 "Domkino,"　 a　 movie　 house.　 He　 was　 a　 person　 who　 could　 not　 drink

much　 alcohol,　 but　 he　 did,　 and　 he　 got　 drunk　 and　 sang　 the　 theme　 song　 from

"Shichinin　 no　 Samurai"　 (Seven　 Samurais)　 in　 a　 loud　 voice
.　I　remember　 we　 sang

together.Ihad　 acassette　 tape　 of　 this　 singing　 somewhere,　 butIcan't　 find　 it　and

am　 still　 looking　 for　 it.　Now　 I　respect　 and　 have　 made　 friends　 with　 Greek　 director

Theo　 Angelopoulos　 and　 Russian　 director　 Nikita　 Mikhalkov.　 One　 director　 I　much

respected　 was　 Mr.　 Satyajit　 Ray　 of　 India,　 who　 is　now　 deceased.　 When　 I　went　 to　 an
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今の うちにアカデ ミー賞をぜひ贈 りたいから協力してほ しい」 と手紙が来 ました。いろいろ

運動 して 「アカデ ミー賞名誉賞」を贈ることになったんですが、その時はもう来られなくて、

病院におられるサ タジッ ト・レイさんを写 したフィルムを－H映して式 に間に合わせ たのです。

この人が亡 くなられて本当に残念です。

たいへんな巨匠が亡 くなって気落ちしていると、新 しい人が出てきて、神様は随分親切だ

なあ と思 うことがあ ります。イランのアッバス ・キアロスタミ。今、世界的に有名になって

いますけど、本当に素晴 らしい監督さんです。そ して、台湾の侯奉賛監督。今、世界的に有

名な素晴 らしい監督 さんとお会い して、そういう人達 と付き合っているということが、僕に

とってたいへんいい勉強になっていると思っています。その割 に、 日本の監督はそういう人

たち と付 き合お うとしない。 もっと世界に出て、いろいろな人 と会 うほうがいいと思います

が、 どうもそういう風潮が起 こらない。たいへん残念ですね。いろいろな人といろいろなこ

とを話 し合 う。映画だけか ら学ぶのと、作った人と直接会 うの とは全然別なのです。人か ら

直接 に学ぶ というのは大切だ と思います。それについては、『まあだだ よ』に:書いたんです

が、教育 というのはある科目を先生から教わるというよ りも、その先生の人間を学ぶという

ことのほうが大 きい。 日本の学校でそれが全然出てこないのは、大問題 と僕は思います。昔

はそういう先生がたくさんいたのです。あの内川百聞さんというのは、あれだけ慕われて、

それが 『まあだだ よ』のテーマになっている。本当に先生の人間その ものか ら弟子たちが 学

ぶ、それが とっても大きなことだ と思います。映画人は、 もう監督になっている人も、世界

の 、'r:派な監督たちに直接会って、その人か ら学ぶ ことを考えたほ うがいいと思 います。

今H、 ここまで映画の仕事をやってきて感 じるのは、映画の今の状態はよくない し、金を

出 して くれ る人 もいない し、いちばん苦労するのは、映画を作 る資金を集めるということな

んです。『舌Llは 『影武者』の前に本ができていたんですね。あれはシェークスピアの話です

か ら、少 し難 しくて客が入らないと会社力憩 ったのか も知れない。 じゃあ、面白い戦国時代

の話を作ろうというんで、あの、『影武者』を作ったんです。本当は世界中 『乱」のためにお

金を出 して くれ る人を求めて、最初にイギ リスに行きました。 シェー クスピアだから。そこ

の人も一生懸命や ってくれたんだけど駄 目。ニューヨークに行って、一生懸命一生懸命やっ

たけど、駄 目。ハ リウッドに も行っていろいろなプ ロデューサーに会って も駄n。　ll本に帰

って来た ら、フランスの ゴーモンという会社の副社長から電話が入って 「お金 に困っている

らしいが、私が援助 しようか」と言って、来て くれたわけです。「この映画を私(の 会社)が

買う」と、それでほとんど製作費を払える額なんです。「今、ここでサインをした ら、黒澤 さ

んは助かるか」と聞 くか ら 「助か ります」と答 えました。「じゃあサインしましょう」という

ことになったんですが、これを持 っていったら銀行から金が出せるか というと、日本 じゃそ
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Indian　 Film　 Festival　 with　 my　 wife,　 she　 saw　 him　 taking　 his　 role　 as　 chairman　 of　the

judges　 and　 said,　 ``I　have　 never　 seen　 such　 a　 respectable　 person　 before."　 He　 was

surelya　 fine　 person.　 He　 had　 very　 bright　 eyes　 and　 was　 tall　 so　 thatIhad　 to　 look

up　 to　 him.　 It　 really　 is　 too　 bad　 that　 he　 died.Ireceived　 a　 letter　 from　 Directo「

Scorsese　 once　 which　 said,　 "Satyajit　 Ray's　 health　 is　very　 bad　 now,　 and　 I　would　 like

to　 give　 him　 an　 Academy　 Award.　 Please　 cooperate　 with　 me."　 We　 worked　 together

on　 various　 ways　 to　 give　 him　 an　 award　 and　 finally　 decided　 to　 give　 him　 an　 Ilonorary

Award　 of　 the　 Academy　 Awards.　 He　 was　 unable　 to　 come　 to　 receive　 rt.　At　 the

awards　 ceremony,　 we　 showed　 a　picture　 that　 we　 took　 of　 him　 in　 the　 hospital.　 It　 IS

very　 unfortunate　 that　 he　 died.

　 　 [sometimes　 feel　 that　 God　 is　 kind　 because　 whenIfeel　 down　 after　 having　 lost

friends　 who　 were　 great　 directors,　 I　am　 then　 able　 to　 meet　 new　 faces,　 Kiaros亡ami

of　 Iran,　 for　 instance,　 who　 is　 now　 famous　 worldwide,　 Also,　 Hou　 Xiaoxian　 of

Taiwan.　 For　 me,　 a　 is　very　 good　 study　 to　 meet　 world　 famous　 directors　 and　 to　 keep

company　 wth　 them.　 Other　 Japanese　 directors,　 however,　 do　 not　 try　 to　 keep

company　 wth　 such　 people.Ithink　 they　 should　 go　 out　 and　 meet　 many　 kinds　 of

people,　 but　 tis　 regrettable　 that　 this　 does　 not　 happen.[talk　 with　 many　 people

about　 many　 things.　 To　 my　 way　 of　 thinking,　 learning　 by　 watching　 movies　 and

meeting　 the　 creators　 of　 the　 movies　 are　 completely　 different.　 It　 is　 important　 to

learn　 from　 the　 people　 directly.　 I　wrote　 about　 this　 in　 my　 scenario,　 "Maadadayo."

When　 learning　 something,　 it　 is　 more　 important　 to　 learn　 the　 humanity　 of　 the

teacher　 than　 to　 learn　 the　 subject　 fromateacher.　 It　isabig　 problem,Ibelieve,　 that

Japanese　 schools　 do　 not　 recognize　 this.　 In　 old　 times,　 there　 were　 many　 good

teachers.　 Mr.　 Hyakken　 Uchida　 was　 greatly　 admired　 and　 IS　 the　 theme　 of

"Maadadayo
."　 AsIsaid,Ithink　 it　 IS　 important　 that　 pupils　 learn　 from　 the

humanity　 of　 the　 teacher.　 People　 who　 are　 related　 to　 movies,　 including　 those　 who

have　 already　 become　 directors,　 should　 meet　 fine　 directors　 from　 around　 the　 world

and　 should　 think　 about　 what　 they　 can　 learn　 from　 them.

　 　 From　 my　 experience,　 I　feel　 that　 the　 present　 condition　 of　 the　 movie　 is　 not

good.　 There　 are　 few　 people　 supporting　 the　 art　 monetarily　 ;　so　 collecting　 funds　 to

create　 movies　 takes　 much　 work.　 The　 scenario,　 "Ran,"　 was　 made　 before　 "Kagemu・

sha."　 Since　 rt　was　 originally　 a　story　 by　 Shakespeare,　 movie　 companies　 may　 have

thought　 it　 a　 bit　 difficult　 in　 content　 for　 many　 audiences.　 I　was　 thinking　 about

creating　 an　 interesting　 story　 about　 a　feudal　 war,　 so　 I　then　 made　 "Kagemusha,"　 To

tel|　 you　 the　 truth,　 I　travelled　 all　 over　 the　 world　 to　 find　 people　 who　 would　 put　 up

the　 money　 for　 "Ran."　 I　went　 to　 the　 U.K、 　first,　 since　 the　 story　 had　 originally　 been
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うじゃない。むこうは映画銀行 というのがあるのですね。 日本では映画の監督なんか信用 し

て くれ ませんか らね。「だめだ」と言ったら 「それ じゃ、これを持 っていけば金 を出 してくれ

るプロデ ューサーを紹介 しよう」。いろいろや って結局、フランスの トスカンという文化大臣

の ところへ行って、「黒澤 さんにお金を出 しなさい」「で もこれは完全に日本映画 じゃないか。

フランスでお金を出すと言っても出 しようがない」「それでは、黒澤 さんにフランスのいちば

んいい勲章 をあげて、だか ら援助すると言えばいい」 と無理なことを言ってましたが、でも、

結局フランスの政府が 『舌L』の製作費を全額出 して くれ ました。それであの作品が出来上が

ったわけです。 その点、『夢』にしてもスピルバーグが動いて くれて、アメリカの映画会社が

金を出 して くれた。『影武者』の時 も少 し費用が足 りない。 コッポラやルーカスが尽力 してく

れて、20世 紀フォックスが、その足 りない分のお金を出 して くれた。だから、今、お金がな

くて困っているn本 の映画監督 もなんとかそういう具合に努力すれば、世界中をまわる覚1吾

があればなんとかお金は集まるの じゃないでしょうか。そうい うことは誰 もしないけど。で

も世界の映画人 というのは映画人として一緒になってる。外国の人たちはそうです。日本の

若い映画監督 さんたちも外国の監督 と交流 したほうがいいと僕は思 っています。それにして

も、昔の溝nさ んや小津さんや成瀬 さんの時代の観客は、絶えずこういう人達の映画が常に

映画館に出てたわけですから、鑑賞力は優れていたわけですよね。最近はそ うじゃな くて変

な映画ばか り続いているものですから、そ ういう鑑賞力も落ちていて、観客を昔の水準まで

引 き上げるということはたいへん難 しい。これはたいへん難 しいことじゃないかと思います。

そういう点で、 これか らの日本映画をどうしていこうか というのはたいへんな問題でたいへ

ん悩んでいるわけですから。

もっとお話 ししたいのですけど、ちょうど時間のようです。 日本には 「日暮れて道遠 し」

という言葉があ ります。僕は今、84歳 で、どこまで頑張れるかわか りませんが、 もっと頑張

るつ もりです。ただ心境 としては 「日暮れて道遠 し」といったところですね。

皆さんどうもあ りが とう。
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a　 work　 of　 Shakespeare,　 but　 no　 matter　 how　 the　 people　 there　 worked　 for　 us,　 we

failed　 to　 raise　 any　 funds.　 Then　 I　went　 to　 New　 York　 and　 tried　 very　 hard,　 but　 it　was

impossible　 there　 as　 well.　 I　went　 to　 Hollywood　 and　 met　 various　 producers,　 but

again　 it　 was　 impossible.　 AfterIcame　 back　 to　 Japan,　 Mr.　 Toscan,　 the　 vice-

president　 of　 a　 company　 named　 Goumont　 in　 France　 gave　 me　 a　 call　 and　 said,　 "I

heard　 you　 are　 having　 financial　 problems.　 Can　 I　help　 you?"　 He　 soon　 came　 to　 Japan

and　 said　 that　 his　 company　 would　 like　 to　 buy　 this　 movie　 and　 pay　 most　 of　 the

production　 costs,　 He　 asked　 me,　 "If　 I　sign　 here　 now,　 will　 it　help　 you?"　 I　answered

that　 it　would　 be　 helpful,　 and　 he　 said,　 `'Then,　 1'II　sign."　 Even　 thoughI　 took　 the

signature　 to　 the　 bank,　 however,Icould　 not　 get　 money　 from　 any　 bank　 in　 Japan.

There　 IS　a　movie　 bank　 in　 France,　 but　 in　 Japan,　 no　 one　 trusts　 movie　 directors.　 So

I　told　 him　 that　 I　couldn't　 get　 money　 with　 the　 signature　 in　 Japan .　He　 then　 told　 me

he　 would　 introduce　 a　 producer　 who　 would　 offer　 money　 to　 me　 if　 I　 take　 the

signature　 with　 me.　 After　 various　 efforts,　 he　 finally　 went　 to　 the　 Minister　 of

Culture.　 He　 asked　 the　 Minister　 of　 Culture　 to　 please　 offer　 money　 to　 Mr.　 Kurosawa.

The　 Minister　 told　 him,　 "But　 this　 is　completely　 a　Japanese　 movie.　 It　is　impossible

to　 offer　 him　 money　 in　 France."　 Mr.　 Toscan　 asked,　 unreasonably
,　"Then,　 how

about　 giving　 Mr.　 Kurosawa　 the　 best　 medal　 in　 France　 and　 make　 a　 reason　 to

support　 him?"　 So　 in　 the　 end,　 the　 French　 government　 paid　 all　 the　 production　 costs

for　 "Ran,"　 and　 that　 is　how　 the　 movie　 was　 completed.　 Also,　 for　 filming　 the　 movie
,

"Yume"　 (Dreams)
,　Mr.　 Spielberg　 made　 efforts,　 and　 a　 movie　 company　 in　 the　 U.S.

offered　 the　 money.　 When　 I　filmed　 "Kagemusha,"　 we　 lacked　 a　little　 money,　 but　 Mr.

Coppola　 and　 Mr.　 Lucas　 worked　 hard　 for　 me　 and,　 thanks　 to　 them,　 20th　 Century

Fox　 put　 up　 the　 rest　 of　 the　 money.　 So,　 asIsaid,　 Japanese　 directors　 are　 having

troubles　 with　 finances　 right　 now,　 but　 they　 could　 get　 money　 if　they　 had　 strong　 wills

to　 go　 around　 the　 world　 to　 look　 for　 it.　None　 of　 them　 do　 this,　 however.　 Around　 the

world,　 people　 who　 are　 related　 to　 movies　 get　 together　 with　 others　 who　 are　 related

to　 movies.　 Foreign　 people　 do　 this;　 Japanese　 do　 not.　 I　think　 that　 young　 Japanese

directors　 should　 make　 friends　 with　 foreign　 directors.　 In　 the　 age　 of　 Mr .　Mizoguchi,

Mr.　 Ozu　 and　 Mr.　 Naruse,　 audiences　 watched　 their　 movies　 in　 theaters　 and　 really

appreciated　 the　 movies.　 Recently,　 however,　 there　 are　 only　 strange　 movies,　 so　 the

appreciation　 IS　not　 as　 strong　 as　 it　was　 many　 years　 ago,　 and　 it　will　 be　 difficult　 to

raise　 it　to　 that　 standard.　 In　 this　 respect,　 I　am　 worried　 about　 the　 future　 of　 Japanese

moves.

　 　 But　 now　 I　will　 have　 to　 stop　 talking,　 even　 though　 there　 are　 more　 things　 I　would

like　 to　 say,　 because　 my　 time　 is　up.　 In　 Japan,　 there　 isasaying　 that　 goes　 like　 this:
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Commemorative　 Lectures

It　gets　 dark,　 and　 the　 way　 seems　 far　 still.　 Now,　 I　am　 84　 years　 old,　 and　 I　don't　 know

until　 what　 age　 I　can　 keep　 working　 hard,　 but　 I　will　 continue　 more　 and　 more.

However,　 my　 present　 state　 of　 mind　 IS,　"lt　 gets　 dark,　 and　 the　 way　 seems　 far　 still."

　 　 Thank　 you　 very　 much.
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